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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

（注）平成20年４月１日付けをもって、普通株式１株につき、２株に分割しております。  
 

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 4,186 ― 167 ― 267 ― 162 ―

20年3月期第2四半期 4,014 △10.6 157 △7.0 152 0.8 83 △6.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 110.92 110.49
20年3月期第2四半期 109.83 109.17

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 3,448 1,715 49.7 1,167.48
20年3月期 3,466 1,635 47.2 2,162.66

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,715百万円 20年3月期  1,635百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

  平成20年４月１日付けをもって、普通株式１株につき、２株に分割しております。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00
21年3月期 ― 22.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 22.00 44.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 9,200 9.0 486 12.9 555 35.3 319 38.9 217.76

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成20年４月１日付けをもって、普通株式１株につき、２株に分割しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  1,521,460株 20年3月期  760,465株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  52,222株 20年3月期  4,446株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  1,469,098株 20年3月期第2四半期  755,792株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。又、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日迄）における我が国の経済は、６年に亘る景気回

復期から転じ、弱含みで推移しました。  

 世界経済は、米国・欧州における金融危機の深刻化や株式・為替市場の変動等から、更なる減速が予想され、国内

では輸出鈍化により収益を圧迫された企業等で生産や設備投資を抑える動きが出始めています。 

 国内外で景気の牽引役を欠く中で、我が国の景気の状況は更に厳しくなるリスクがあり、事業環境としては予断を

許さない状況にあります。 

 こうした環境下、当社は、受託開発事業の市場別強化と高付加価値化を推し進めて、存在感のある受注活動と顧客

対応を強化しました。 

 又、首都圏と地方拠点の開発力連携により要員稼働率を向上させ、原価率を改善させました。 

 更に、ユビキタス事業の下期スタートに向けて、東京電力㈱と共同開発した電源遮断システム「グラッとシャッ

ト」の販売開始に向けた活動も推進しました。 

 以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は2,182百万円、営業利益は116百万円、経常利益は115百万円、四半

期純利益は71百万円となりました。 

   

 又、当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日迄）としては、売上高4,186百万円（前年同

期比4.3%増）、営業利益167百万円（同6.0%増）、経常利益267百万円（同75.5%増）、四半期純利益162百万円（同

96.3%増）となり、概ね前回予想を達成できました。 

 そして、株主還元策として、第２四半期末配当は１株当たり配当金22.00円を予定しております。 

 尚、平成21年３月期第１四半期会計期間に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半

期決算短信（平成20年８月６日開示）をご参照下さい。 

 又、前年同期比につきましては、参考数値として記載しております。  

  

 当第２四半期会計期間の市場別の状況は、次の通りであります。 

①組込み市場は、売上高462百万円となりました。 

 携帯電話の検証業務、開発業務が減少しつつある中で、冬モデルの開発業務を受注できました。 

 又、害虫遠隔監視システムHW開発、原子力プラント向け計算機用OSのメモリ拡張ポーティング業務、ドライバ開発

業務を受注しました。 

  

②インフォメーション市場は、売上高641百万円となりました。 

 企業内システムのＳＯＸ法対応業務、次期旅行システム再構築業務と燃油サーチャージ追加業務、デジタル・メデ

ィア向け現行システムの機能再強化業務を受注しました。 

  

③金融市場は、売上高505百万円となりました。 

 保証会社向け保証システム、決済システムが拡大すると共に、地銀向け営業店システム２案件を受注しました。 

 又、銀行・信託銀行向けシステム統合の保守業務を継続受注しております。 

  

④通信市場は、売上高201百万円となりました。 

 通信会社向けSuper３Ｇ用システム開発、次世代ネットワーク業務を受注しました。 

 尚、ＦＯＭＡ開発業務は縮小しております。 

  

⑤制御市場は、売上高371百万円となりました。 

 半導体洗浄装置開発は現機種対応業務が減少に転じましたが、新たに、液晶表示装置領域に進出できました。 

 しかし、前期後半から進出した産業機械制御は伸びが鈍化しております。 

   

２．財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末の資産の状況は、受取手形及び売掛金が前年同期比209百万円減少したものの、現金及び預金が同

125百万円増加、原材料及び仕掛品が同113百万円増加したことにより、資産合計は3,448百万円と同16百万円増加と

なりました。  

 流動負債においては、買掛金が前年同期比89百万円増加したものの、有利子負債を同367百万円圧縮し、固定負債

では退職給付引当金が要員の増加により同98百万円増加した一方で、前社長の役員退職慰労引当金の残高分を44百万
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円取崩したことにより、負債合計は1,733百万円と同184百万円減少しました。 

 純資産においては、自己株式の保有高を前年同期比56百万円増加させ総額で70百万円とした一方で、利益剰余金が

257百万円増加したことから、純資産合計は1,715百万円と同201百万円増加となりました。 

 以上により、自己資本比率は49.7％と前年同期末に対して5.6ポイント改善しております。 

  

 （2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ73百万円増加し、当第２四半期末には293百

万円となりました。   

 当第２四半期末における各キャッシュ・フローは、次の通りであります。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、13百万円の増加となりました。 

 その主な要因は、たな卸資産が135百万円増加、法人税等の支払により122百万円減少した一方で、税引前四半期純

利益が264百万円となり、売上債権が110百万円減少、仕入債務が48百万円増加したことによります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、214百万円の増加となりました。 

 その主な要因は、保険積立金の払戻により150百万円増加、投資有価証券の売却により90百万円増加したことによ

ります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、154百万円の減少となりました。 

 その主な要因は、自己株式の取得により56百万円減少、長期借入金及び短期借入金の返済により69百万円減少、配

当金の支払により26百万円減少したことによります。  

  

３．業績予想に関する定性的情報    

 平成21年３月期の通期業績見通しは、前回予想の通りであります。 

 ９月末での受注残高を基に、下期にユビキタス製品を販売開始することと、受託開発事業の伸びの鈍化を考慮し

て、市場別売上高を見直した結果、市場別に凸凹はあるものの、全体の見通しに変更はありません。 

 これにより売上高は、9,200百万円と前年同期比763百万円の増収を確保できると見通しております。 

 売上総利益は、原価率を0.8ポイント改善することで2,035百万円と、前年同期比241百万円の増益を図ります。 

 販売管理費は、特殊要因による費用を含めて総額で1,548百万円と前年同期比186百万円の増加を織込んでいます。

 これにより、営業利益は486百万円と、前年同期比55百万円の営業増益を見込んでおります。 

 営業外費用は、売上債権売却損が増加するものの、借入金の圧縮により支払利息を減少させます。 

 又、経常利益は555百万円と、前年同期比145百万円の経常増益を見込んでおります。 

 そして、株主還元策として、配当性向20%以上を目処とすることを基本方針に掲げていることから、第２四半期末

22.00円、期末22.00円を予定しております。 

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法  

貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度末におい

て算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用しており

ます。  

２．棚卸資産の評価方法  

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法を採用しております。  

棚卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法を採用しております。  

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法を

採用しております。  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法を採用しております。  

  

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

 また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 293,903 220,282

受取手形及び売掛金 1,453,608 1,564,158

原材料 32,451 25,554

仕掛品 266,217 135,807

その他 227,978 304,382

貸倒引当金 △3,924 △4,223

流動資産合計 2,270,234 2,245,962

固定資産   

有形固定資産   

土地 371,169 371,169

その他（純額） 229,948 229,007

有形固定資産合計 601,117 600,176

無形固定資産 48,953 55,166

投資その他の資産 528,027 565,497

固定資産合計 1,178,098 1,220,840

資産合計 3,448,333 3,466,803

負債の部   

流動負債   

買掛金 456,005 407,056

短期借入金 － 25,000

1年内返済予定の長期借入金 10,000 54,000

未払金 85,821 139,463

未払法人税等 108,821 129,965

賞与引当金 307,200 297,270

受注損失引当金 7,989 －

その他 120,784 127,800

流動負債合計 1,096,622 1,180,556

固定負債   

退職給付引当金 588,333 563,942

役員退職慰労引当金 48,070 87,290

固定負債合計 636,403 651,232

負債合計 1,733,026 1,831,788
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,556 499,312

資本剰余金 204,556 204,312

利益剰余金 1,081,735 945,242

自己株式 △70,540 △14,153

株主資本合計 1,715,307 1,634,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 301

純資産合計 1,715,307 1,635,015

負債純資産合計 3,448,333 3,466,803
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 4,186,348

売上原価 3,237,395

売上総利益 948,953

販売費及び一般管理費 781,722

営業利益 167,230

営業外収益  

受取利息 64

有価証券利息 39

受取保険金 101,513

保険事務手数料 1,241

雑収入 3,146

営業外収益合計 106,005

営業外費用  

支払利息 371

売上債権売却損 3,343

コミットメントフィー 1,252

その他 528

営業外費用合計 5,495

経常利益 267,740

特別利益  

投資有価証券売却益 547

貸倒引当金戻入額 298

特別利益合計 845

特別損失  

投資有価証券評価損 4,404

特別損失合計 4,404

税引前四半期純利益 264,182

法人税等 101,228

四半期純利益 162,953
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,182,510

売上原価 1,692,094

売上総利益 490,416

販売費及び一般管理費 373,720

営業利益 116,695

営業外収益  

受取利息 40

保険事務手数料 632

雑収入 740

その他 64

営業外収益合計 1,478

営業外費用  

支払利息 211

売上債権売却損 1,432

コミットメントフィー 651

その他 48

営業外費用合計 2,342

経常利益 115,830

特別損失  

貸倒引当金繰入額 572

特別損失合計 572

税引前四半期純利益 115,258

法人税等 43,997

四半期純利益 71,260

                 

- 4 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 264,182

減価償却費 19,710

貸倒引当金の増減額（△は減少） △298

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,930

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,391

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39,220

受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,989

受取利息及び受取配当金 △104

受取保険金 △101,513

支払利息 371

投資有価証券売却損益（△は益） △547

投資有価証券評価損益（△は益） 4,404

売上債権の増減額（△は増加） 110,550

たな卸資産の増減額（△は増加） △135,780

前払費用の増減額（△は増加） △13,066

仕入債務の増減額（△は減少） 48,948

前受金の増減額（△は減少） △6,424

未払消費税等の増減額（△は減少） 715

その他 △58,518

小計 135,721

利息及び配当金の受取額 155

利息の支払額 △222

法人税等の支払額 △122,012

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,641

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △7,883

無形固定資産の取得による支出 △1,635

投資有価証券の売却による収入 90,000

保険積立金の払戻による収入 150,321

その他 △16,347

投資活動によるキャッシュ・フロー 214,454

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △25,000

長期借入金の返済による支出 △44,000

株式の発行による収入 486

配当金の支払額 △26,421

自己株式の取得による支出 △56,386

その他 △3,154

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,475
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（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 73,620

現金及び現金同等物の期首残高 220,282

現金及び現金同等物の四半期末残高 293,903
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高            4,014,679  100.0

Ⅱ 売上原価            3,164,017  78.8

売上総利益        850,661  21.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        692,928  17.3

営業利益        157,732  3.9

Ⅳ 営業外収益        3,397  0.1

Ⅴ 営業外費用        8,607  0.2

経常利益        152,523  3.8

Ⅵ 特別利益        1,500  0.0

Ⅶ 特別損失        1,517  0.0

税引前中間純利益        152,505  3.8

法人税、住民税及び事業
税  49,856            

法人税等追徴額  27,954            

法人税等調整額 △8,319  69,492  1.7

中間純利益        83,013  2.1
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